
学校法人松山学園 
厚生労働大臣指定介護福祉士養成施設 

松山学園松山福祉専門学校 
法務省承認日本語学校：在留許可申請取次校 

みやび国際学院 

外国人留学生の現状と      
養成校の役割について 

   2023年2月28日（火）  
令和5年外国人介護人材 産学連携シンポジウム 



外国人留学生の現状と        
養成校の役割について 

１. 学校法人松山学園の特色 

２. 介護福祉科の留学生教育・キャリアパス 

３. みやび国際学院の留学生教育 

４. 千葉県介護人材確保・定着事業について 

５. 馬橋福祉会における外国人介護人材の紹介 
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学校法人松山学園 



松山学園の特色 
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・在留資格「介護」第1期生 
・みやび国際学院 卒業 
・上尾中央医科グループ（AMG） 
 （老健）ハートケア市川 勤務 
・グループ初めての留学生 

介護福祉士資格制度が出来て間もない１９９０
年に開校し、千葉県では一番歴史が古い学校
です。2023年4月には第35期生の学生が入学
します。介護福祉科の単科校で、個別教育を
モットーに質の高い教育を提供しています。また
日本語学校を併設しているため、留学生への日
本語教育や生活サポートも充実しています。 
介護福祉士全国統一模擬試験(団体)で全国
上位の成績を修めています。 
・平成25年度全国324団体中8位、 
・24年度全国293団体中3位 
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学校法人松山学園 

松山福祉専門学校 
開校（1990年4月） 

介護保険制度
（2000年） 

介護福祉士法
（1987年5月公布） 

松山日本語学校 
開校（2012年10月） 

在留資格「介護」
（2017年9月施行） 

特定技能「介護」
（2019年4月施行） 

2025年問題     
（介護職32万人不足） 

令和3年版高齢社会白書 

2040年頃高齢者人口
ピーク（69万人不足） 
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学校法人松山学園 

松山福祉専門学校 
開校（1990年4月） 

松山福祉専門学校 
開校（1990年4月） 

令和3年版高齢社会白書 



みやび国際学院のコース 
正規課程                

週２０時間（月～金曜日 午前・午後クラス） 

＊注1：介護進学コース。 
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学校法人松山学園 

進学 

•進学2年コース（4月入学） 

•大学、専門学校への進学を目指します。 

進学 

•進学1年6ヶ月コース（10月入学） 

•大学、専門学校への進学を目指します。 

就職 

•一般1年コース（4月・10月入学） 

•特定技能「介護」の就職を目指します。 



みやび国際学院への入学・就職 

海外 

• JLPT N5・N4、日本語学習時間150時間 

• （過去の在籍）ベトナム・中国・韓国・モンゴル・フィリピン・
ネパール・スリランカ・ミャンマー・ウズベキスタン・ブータン 

日本語学校 

• 在留資格「留学」 

• 日本語及び介護教育 1年間 

• 目標：日本語能力N4･Ｎ3取得及び介護技能試験合格  

就職 

•就職 ⇒ 在留資格「特定技能・介護」 

•在留期間5年 

＊注1：介護福祉士国家試験に合格した場合、在留資格「介護」に変
更でき、家族の呼び寄せが出来る。 
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学校法人松山学園 



一般１年コース10月期生カリキュラム 
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学校法人松山学園 

学習時期 
1年次 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

日程 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月 

レベル 初級Ⅰ 初級Ⅱ 初中級 中級 

主教材 みんなの日本語Ⅰ みんなの日本語Ⅱ 中級へ行こう ニューアプローチ基礎編 

副教材 
みんなの日本語Ⅰ聴解タスク 
みんなの日本語Ⅰ漢字練習帳 

みんなの日本語Ⅱ聴解タスク 
みんなの日本語Ⅱ漢字練習帳 

  ニューアプローチ基礎編練習帳 

能力試験 N4対策 N3対策 

目標 日本語能力試験N4合格程度／介護の基礎用語の習得 日本語能力試験N3合格程度／介護特定技能試験合格程度 

介護日本語 
日本介護福祉協会『介護の日本語』 
『介護の日本語』webコンテンツ利用

（反転授業） 
日本介護福祉協会『介護の特定技能評価試験』 

介護特定技能評価 
試験対策 

学生評価 
9月：前期定期試験 

（漢字・語彙・文法・読解・聴解・作文） 
3月：前期定期試験 

（漢字・語彙・文法・読解・聴解・作文） 



介護福祉士養成施設への進学・就職 

海外 

• JLPT N5、日本語学習時間150時間 

•（過去の在籍）ベトナム・中国・韓国・モンゴル・フィリピン・
ネパール・スリランカ・ミャンマー・ウズベキスタン・ブータン 

日本語  
学校 

•日本語教育 1～2年間 

•目標：日本語能力N2取得 

•介護を目指す留学生 優遇制度【奨学金・介護アルバイト】  

松山福祉  
専門学校 

•千葉県介護福祉士等修学資金(168万円＊注1) 

•施設貸与型奨学金制度(168万円) 

•「介護福祉士」国家資格取得 

在留資格 
「介護」 

•養成校卒業の留学生は介護の就労が出来る 在留資格「介護」 

•在留期間1年～5年・永続的に更新が可能 

＊注1：日本国内在住の連帯保証人が必要。(千葉県で選考) 
     卒業後５年間の介護施設勤務で、全額返還免除。 
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JLPT N2 

直
接
入
学 

学校法人松山学園 



外国人介護人材キャリアパス  

認定介護
福祉士 

在留資格 
「介護」 

（期限なし） 

特定技能1号 

在留期間5年間 

技能実習（介護） 

在留期間3年間 

●認定介護福祉士（仮称） 

●JLPT N2～N1 

●養成教育又は国試合格 

●JLPT N4⇒N3 

●実務者研修450時間 

●JLPT N5⇒N4 

●初任者研修（150時間） 

学校法人松山学園 
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新たな在留資格「介護」の創設 

• 介護の業務に従事する外国人の受け入
れを図るため、介護福祉士の国家資格
を有する者(養成校卒業の留学生)を対
象とする新たな在留資格を創設    
【読売新聞夕刊 2015年2月2日版】 

• 出入国管理及び難民認定法の一部を
改正する法律案 【2015年3月6日国会提出・交

付日2016年11月28日・施行日2017年10月1日】 

• 2025年には、約30万人の介護職員が
不足すると推定されている 

学校法人松山学園 

11 



• 2016年度卒業： ４名 【就職率100％】  在留資格「介護」１期生 

    ≪国籍≫ベトナム４名 

• 2017年度卒業： ６名 【就職率100％】      

    ≪国籍≫ ネパール3名・ベトナム2名・中国1名 

・   2018年度卒業： ２０名 【就職率100％】         
      ≪国籍≫ ベトナム18名・フィリピン1名・韓国1名 

■2018年度入学： ３５名 30期生 【就職率100％】 

  ≪国籍≫ ベトナム29名・フィリピン3名・スリランカ1名・ミャンマー1名・ネパール1名 

■2019年度入学： 16名  31期生 【就職率100％】 

  ≪国籍≫ ベトナム5名・ネパール5名・中国3名・フィリピン2名・モンゴル1名 

■2020年度入学： 24名  32期生 

  ≪国籍≫ モンゴル6名・ネパール5名・中国4名・フィリピン3名・スリランカ3名・バングラディシュ3名 

■2021年度入学： 34名  33期生 

  ≪国籍≫ ベトナム18名・ネパール11名・フィリピン3名・スリランカ1名・中国1名 

 

 

 

 

 

 

在留資格「介護」：留学生の就職状況 

学校法人松山学園 



松山福祉専門学校の教育① 
正規課程（2,270時間）                

週３０時間（月～金曜日9:00～16:20） 

＊注1：介護進学コース。 
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学校法人松山学園 

日本語 

•日本語能力Ｎ２・Ｎ１合格を目指す 

•日本語4技能の向上（読む・書く・聞く・話す） 

•日本語の文章能力・介護記録 

介護会話 

•職員の指示が分かる。報告が出来る 

•テキスト「会話で学ぼう！介護の日本語」 

資格対策 

•卒業時、国家試験合格を目指す 

•テキスト「見て覚える介護福祉士国試ナビ」 

•介護職員初任者研修 （入学前） 

「補修」 留学生 



松山福祉専門学校の教育② 
正規課程（2,270時間）                

週３０時間（月～金曜日9:00～16:20） 
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学校法人松山学園 

実習 

•介護実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（合計450時間） 

•介護過程の展開 （介護実習Ⅱ・Ⅲ） 

事例研究 

•介護実習Ⅲの事例を使った研究 

•事例研究発表会（12月） 

課外教育 

•「アクティブ福祉」の参加 （京王プラザホテル） 

•「国際福祉機器展」の参加 （ビッグサイト） 

介護福祉士養成カリキュラムの特徴 



介護福祉士養成の目標  
• 他者に共感でき、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につける  

• あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を習得する  

• 介護実践の根拠を理解する  

• 介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、活用・発揮させることの意義
について理解できる  

• 利用者本位のサービスを提供するため、多職種協働によるチームアプロー
チの必要性を理解できる  

• 介護に関する社会保障の制度、施策についての基本的理解ができる  

• 他の職種の役割を理解し、チームに参画する能力を養う  

• 利用者ができるだけなじみのある環境で日常的な生活が送れるよう、利
用者ひとりひとりの生活している状態を的確に把握し、自立支援に資する
サービスを総合的、計画的に提供できる能力を身につける  

• 円滑なコミュニケーションの取り方の基本を身につける  

• 的確な記録・記述の方法を身につける  

• 人権擁護の視点、職業倫理を身につける  

 

学校法人松山学園 

15 



松山学園の特色 

• 介護実習契約施設：115施設 

• 毎年約70名の学生が介護のアルバイト 

• 時給（日勤）：1,000円～1,400円 

• 夜勤（例）：月収11万円（週16時間） 

養成校ならでの介護施設アルバイト体制 
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学校法人松山学園 



松山学園の特色 

• 松山学園奨学金制度：学費減免 

• 千葉県介護福祉士修学資金：168万円 

• 東京都介護福祉士修学資金：168万円 

• 施設直接型：3万円～15万円（月額） 

• 日本語学校：奨学金貸与制度（分割返済） 

各種奨学金制度と生活サポートの充実 
（専門学校と日本語学校） 
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福祉専門学校入学者への奨学金制度【千葉県】 
学校法人松山学園 
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留学から就職まで （学費・奨学金・生活費・給料） 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 

➊留 学 
日本語
学校 

日本語
学校 

松山福祉
専門学校 

松山福祉
専門学校 

在留資格
介護 

在留資格
介護 

在留資格
介護 

在留資格
介護 

在留資格
介護 

学 費 学費減免 80万円 70万円 100万円 100万円 就職 

奨学金 
千葉県 
修学資金 

84万円 84万円 返還免除 

施設直接
型奨学金 

84万円 84万円 
返還免除 

 

生活費（年） 96万円 96万円 96万円 96万円 96万円 96万円 96万円 96万円 96万円 

給料   
（税込年収） 

144万円 144万円 144万円 144万円 382万円 410万円 419万円 426万円 452万円 

➋技能実習 
技能実習 

1号 
技能実習

2号 
技能実習 

2号 
特定技能

1号 
特定技能

1号 
特定技能

1号 
特定技能

1号 
特定技能

1号 
在留資格

介護 

生活費（年） 

給料   
（税込年収） 

備 考 
国試合格
の場合 

学校法人松山学園 
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介護留学生 年収推移 （卒業生の年収事例） 
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学校法人松山学園 



研修旅行（群馬県） 
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バスハイク（千葉県） 
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バスハイク（千葉県） 
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スキー旅行（長野県） 
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松山祭（学園祭） 
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学生交流会 
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第30期生 
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第31期生 
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日経新聞社取材 
【大卒外国人の採用「高い日本語力」要求が壁】 

レベル高すぎ？ 企業が外国人材に求める日本語力 
日本語能力試験JLPT N1～N5では会話にどれぐらいの差があるか。 

同じ質問（難しい表現・易しい表現）で、どのように答えるかの実証。 

 https://www.nikkei.com/video/6288115978001/ 
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学校法人松山学園 

https://www.nikkei.com/video/6288115978001/
https://www.nikkei.com/video/6288115978001/
https://www.nikkei.com/video/6288115978001/
https://www.nikkei.com/video/6288115978001/


養成校の日本人学生数が低迷している要因 
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学校法人松山学園 

国家
資格 

•名称独占資格、業務独占資格の問題 
•介護は養成教育を受けない無資格者でも働ける 

•専門性確立の問題点 

賃 金 

•全職種の平均賃金（月額）と比較して 

•労働に対する対価 

社会的 

•介護の社会的認知度、社会的地位の問題 

•マスコミによるマイナス報道 

特 性 
•介護という対人援助職としての特性 



• 質の高い学生の確保 （退学者を減らす） 

– 海外送り出し機関、日本語学校との連携 

– 生活指導の強化 （アルバイト超過） 

• 学生を支援頂ける法人の確保 （奨学金） 

– 生活費の支援 （アルバイト時給のUP等） 

• 国家試験対策 （経過措置終了後を見据えて） 

– 国家試験合格率UP （目標70%） 

– 養成教育とのバランス （カリキュラム・実習記録） 

今後の課題             
学校経営と教育の質の両立 
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学校法人松山学園 



1. 介護の日本語教育（産学官連携） 

2. 海外教育機関等との連携 
– 日本式介護教育の普及 

– 中国、ベトナム、インドネシア、ミャンマー他 

 

2023年度事業計画              
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学校法人松山学園 



千葉県における介護人材確保・定着の取組 
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学校法人松山学園 

セミナー 

•介護職員対象「介護の日本語教育セミナー」 

•早稲田大学日本語教育研究科 教授 宮崎里司 

セミナー 

•介護職員対象「医療的ケア研修会」 
•東京歯科大市川総合病院 病院長 西田次郎、（社福）福祉共生会 理事長 本田真利子 

シンポジ
ウム 

•外国人介護人材 産学連携シンポジウム GHH 理事長 謝 継香 

•外国人介護職員の確保・定着に向けた受け入れ態勢の構築 

キャラバン 

•介護キャラバン隊 

•千葉県内の小中高等学校での介護体験教室の実施 

松山学園の取り組み（千葉県介護人材補助金事業） 


